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代表の小滝畜産株式会社の小滝達也です。
本日の例会は、先月に引き続きチームによる例会運営の2回目となります。札幌東会
場を見習って始めたチームによる例会運営ですが、先月の1回目の例会は守成クラブ
旭川にとって10年と1回目の例会であり、10年の節目としてとても良い例会であったと
思います。
本日の例会は「チームゆめ」が担当して運営される例会ですが、車座商談会が2回
行なわれる例会の構成と聞いています。自社PRはもとより、車座にご一緒される方が
どのような商売をされているのか。どのような考えをもたれているのか。話しに耳を傾
けていただき、是非、商売に繋げて欲しいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
先日の9/7（金）、会員の藤盛さん［aroma room HERBA（ヘルバ）］が企画された
｢真夏の超実践型ビジネスセミナー＆異業種交流会」と題したイベントがロワジール
ホテル旭川にて開催され、私も参加させていただきました。
講師に日本ダイエット健康協会理事の古谷暢基先生をお迎えし、前半はセミナー、そして後半は立食形式の交流会と大変
実りある時間を過ごさせていただきました。
守成クラブの冊子「守成クラブを宝の山にするために」の9項目目にも書かれていますが、「自分が繁栄したいなら、仲間
の繁栄を願え！」とあります。ビジネスの付き合いにおいて、お金だけの付き合いの場合、2、3年で関係が途絶え付き合いが
無くなってしまうことがあります。しかし、ビジョンが一緒な場合、ビジョンを共有できる方とは永くお付き合いができると講
師の方が話されていました。守成クラブにおいても、お互いに理解し合えることが、取引をする上で重要なことだと考えてい
ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
本日の例会は「チームゆめ」の企画により車座が2回あります。また、本日は95社の方が出席されます。本日の例会に参加
されているお一人お一人が、この2時間という限られた時間を有効に使っていただきたいと思います。
それでは、今日も一日、皆さんが晴れやかな顔で志を持って仕事をして頂きたいと思います。
本日もよろしくお願いいたします。

守成クラブ旭川 代表
小滝畜産（株） 代表取締役　小滝 達也
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※会員資格は、「中小企業の経営者およびそれに準ずる方」となっていますので、会社での決裁権がある方のみに入会資格があります。
※政治と宗教は持ち込み禁止です（その家族の入会も認めません）。
　また、ネットワークビジネスは、会の趣旨に沿いませんので、お断りいたします。
※ゲストをお誘いする時には、この原則を遵守願います。
※守成クラブ旭川は、正会員の会です。旭川では、正会員を「現に正会員を紹介している方」と定義します。
※会員同士のアポ取り等電話の際には、必ず「守成クラブの○○です」と名乗ってから話を始めて下さい。
※例会参加の際にはバッジ・名札 着用を義務とします。
　（バッジは例会受付で５００円にて貸与致します。次回例会時にバッジをお持ちいただければ５００円返却致します）
※例会参加時に、経営者である会員の都合が悪く、部下を参加させる場合には、バッジの着用はせずに黄色リボンを受付で受け取り、
　胸に付けて参加させてください。（会員と同行出席も黄色リボンになります。）
※会員の都合で恒常的に代理者が例会に出席する場合、その代理者に決裁権があれば、会員登録の変更が出来ます。
　（変更をしなければ黄色リボンの着用となります）
※例会参加の出欠返事は必ず、旭川事務局へ返信してください。前・当日のキャンセルは参加料5,000円ご負担願います。
　なお、前・当日のキャンセルが止むを得ない理由であると明確に判断された場合には参加料を請求しませんので、
　必ず事務局までご連絡をお願いいたします。
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参加申込み後のキャンセルは例会 2 日前までに事務局にご連絡ください。前・当日のキャンセルは参加料 5,000 円の負担を
お願いしています。なお、前・当日のキャンセルが止むを得ない理由であると明確に判断された場合には参加料を請求しませんので、
前・当日のキャンセルも必ず事務局までご連絡をお願いいたします。
事務局委員です　島部 080-4040-4131、090-1387-4131　堀 090-9085-9055　早坂 090-2692-2341

例会キャンセル費
について

会員名簿は守成クラブ旭川HPに公開しています。会員名簿のご請求は正会員の方のみ事務局にて申し受けます。
事務処理の都合上、例会出欠の返答について期日を厳守していただきますようお願いいたします。

『自分が繁栄したいなら、仲間の繁栄、会の繁栄を願い、行動することです！』2012年9月10日例会にて

先月はチームごとでの例会運営の2回目ということで「チームゆめ（渋谷リーダー）」によって例会運営
が行われました。例会は車座商談会をバンバンプラザⅠ・Ⅱとして2回行うという構成になっており、限ら
れた時間の中、より多くの商談の場を創りたいというチームの想いが感じられるものでした。

各チーム、打合せを重ねながらチームのテーマに沿った例会の構成を組み立てていますが、これから例会運営を担当される
チームにとって、良い刺激となっているのではないでしょうか。
それから、お詫びがあります。9月の例会で撮影した、代表スピーチ、バッチ貸与、車座商談会の様子を写した写真データを消失
させるという失態を犯してしまいました。何とか以前の写真を使うなどして今号の〈re:cab〉を発行することができましたが、
今後、原稿や写真の管理には十分に気をつけていきます。 m(_ _)m

編集後記

10/15（月） ○ 第123回例会（GH）
　　　　　　　　　チーム美羽（吉尾R）
10/22（月） □ フレンドランチ会
　　　　　　　　　大雪地ビール館
10/23（火） □ レディースランチ会
　　　　　　　居酒屋せんや 5条通7丁目
10/23（火） ○ 世話人会
　　　　　　　（ときわ市民ホールを予定）
11/12（月） ○ 第124回例会（LH）
　　　　　　　　　チームきせき（藤原R）

10・11月の主な予定 現在の会員数 （10/13現在）

先月例会出席報告
（）内は先々月

会 員 数
正 会 員
準 会 員
前月入会
前月退会

159名
106名
53名
1名
4名

正準会員
他 地 区
ゲ ス ト
合 計

88名
2名
5名
95名

（74）
（0）
（5）
（79）

道内各地区例会日程 （ ）参加者予定数 

札幌北 (120)
札幌南 (90)
苫小牧 (60)
帯広 (140)
函館 (50)
釧路 (230)
札幌東 (100)
北見 (100)
旭川 (80)
札幌 (100)
札幌西 (60)
苫小牧青蓮 (35)
旭川みらい (20)
西いぶり (40)
札幌創真 (50)
札幌アンビシャス (50)
函館みらい (20)

10/2（火）
10/3（水）
10/4（木）
10/9（火）
10/10（水）
10/10（水）
10/11（木）
10/11（木）
10/15（月）
10/16（火）
10/16（火）
10/17（水）
10/18（木）
10/18（木）
10/23（火）
10/23（火）
10/24（水）

18：20～ 東京ドームホテル札幌　札幌市中央区大通西 8丁目
18：30～ 札幌東急イン　札幌市中央区南 4条西 5丁目 1
18：30～ ホワイトパークサンシャイン　苫小牧市住吉町 2-7-6
18：30～ 帯広東急イン　帯広市西 1条南 11丁目 2
18：30～ みなとの森　函館市豊川町 11-5BAYはこだて敷地内
18：30～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
17：55～ ルネッサンスサッポロホテル　札幌市豊平区豊平 4-1-1-1
18：30～ ビッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
18：30～ 旭川グランドホテル　旭川市 6条通 9丁目
17：55～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
18：20～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6
18：30～ グランドホテルニュー王子　苫小牧市表町 4-3-1
17：55～ ロワジールホテル旭川　旭川市 7条通 6丁目
18：00～ ホテルローヤル 伊達市末永町 33-3
18：30～ シェラトンホテル札幌　札幌市厚別区厚別中央 2条 5丁目 5-25
17：55～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 7 
17：55～ ロワジールホテル函館　函館市若松町 14-10

【10月】
苫小牧 (60)
帯広 (140)
札幌南 (90)
釧路 (250)
札幌東 (100)
札幌北 (120)
旭川 (80)
北見 (100)
札幌 (100)
札幌西 (60)
苫小牧青蓮 (35)
旭川みらい (20)
西いぶり (40)
札幌創真 (50)
函館みらい (20)
函館 (50)
札幌アンビシャス (50)

11/1（木）
11/5（月）
11/7（水）
11/7（水）
11/8（木）
11/8（木）
11/12（月）
11/12（月）
11/14（水）
11/14（水）
11/14（水）
11/15（木）
11/15（木）
11/19（月）
11/28（水）
 未定
 未定

18：30～ ホワイトパークサンシャイン　苫小牧市住吉町 2-7-6
18：28～ 帯広東急イン　帯広市西 1条南 11丁目 2
18：30～ ホテルライフォート　札幌市中央区南 10条西 1丁目
18：30～ 釧路キャッスルホテル　釧路市大川町 2-5
17：55～ ルネッサンスサッポロホテル　札幌市豊平区豊平 4-1-1-1
18：20～ 札幌サンプラザ　札幌市北区北 24条西 5丁目
18：30～ ロワジールホテル旭川　旭川市 7条通 6丁目
18：30～ ビッツアークホテル　北見市北 2条東 4丁目 7
17：55～ 札幌第一ホテル　札幌市中央区南 7条西 1丁目 12-7
18：20～ ホテルヤマチ　札幌市西区琴似 1-3-3-6
18：30～ 苫小牧ニューステーションホテル　苫小牧市表町 5-7-1
17：55～ ロワジールホテル旭川　旭川市 7条通 6丁目
18：30～ ホテルサンルート室蘭　室蘭市中島町 2-28-6
18：30～ シェラトンホテル札幌　札幌市厚別区厚別中央 2条 5丁目 5-25
18：55～ ロワジールホテル函館　函館市若松町 14-10

【11月】

※ 開催予定が変更になる場合がありますので、他会場へ出席される方は事務局にてご確認ください。

守成クラブ旭川ＨＰをご利用ください！
http://syusei.biz
車座商談会で正会員の方にお話しいただいた情報を
瓦版に掲載しています。
セール、イベント情報等がありましたら、車座商談会で
お話しいただくか、世話人までお知らせくださいね。

11月例会のご案内

西村

11月 第124回例会のご案内です。
日時：11月12日（月） 18:30～
場所：ロワジールホテル旭川（7条通6丁目）
出欠の連絡を忘れないよう早めのご返答をお願
いいたします。
ロワジールホテル旭川が例会会場の1つになり
ます。お間違えのないようご注意ください。
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レディースランチ会フレンドランチ会
9/18（火）12：00より、会員企業であ
る大雪地ビール館（梅井支配人）に
てフレンドランチ会が開催されまし
た。今月の参加者は7名。いつもより
参加人数の少ないフレンドランチ会
でしたが、レディースランチ会と日程
が重なってしまったことも原因でしょ
う。次回からは日程が重ならないよ
うに配慮したいところです。
さて、今月のフレンドランチ会です
が、参加人数が少ないながらも色々
な話題で盛り上がりましたよ。食べ
まるしぇの話題では、出店された
方々の様子を見てきたお話し、らん
まん丹野さんのゴーグルをかけて
新子焼きを焼く姿が勇ましかったと写真でも拝見させていただき
ました。皆さん出店された仲間のところに積極的に顔を出されて
いたようで、守成クラブ旭川の会員同士の繋がりを感じさせてい
ただいた次第です。
また、来月の例会担当チームリーダーの吉尾さんから、来月の例
会運営に関する協力依頼などもあり、人数は少なくとも内容の濃
いフレンドランチ会でした。（文：西村）
参加者情報（7名）
山上さん（ヤマガミスクリーン印刷）、武田さん（旭川シリカ）、小西
さん（東鷹栖十線郵便局）、吉尾さん（アサヒ通信機）、島部さん（エ
イエステック）、梅井さん（大雪地ビール）、西村（アイエーシー）（順
不同）

3社のご紹介で「がんばれ盾」、5社のご紹介で
「鬼瓦」、10社以上のご紹介でゴールドバッジが
贈呈されます。 

表彰・バッチ貸与
守成クラブの会員になるには、ゲストとして
の体験参加から始まります。
体験参加および入会については、紹介者（正
会員または準会員）の推薦が必要です。入会
されますと「準会員」として、守成クラブの緑
バッジが貸与されます。「準会員」がお誘いに
なったゲストが1社以上入会することによっ
て「正会員」となり、守成クラブの赤バッジが
貸与されます。

2012 年 9月10日例会より

他地区への紹介もOKです。仲間づくりの
ご協力をお願いいたします。

輝 樹
代表　田沼 正樹

東川町西10号北26番地
TEL 0166-73-3088　FAX 0166-73-3088

有限会社 システム企画
代表取締役　北口 誠二

旭川市新富2条2丁目96-9
TEL 0166-25-6743　FAX 0166-26-9941

今回チームゆめでは、まず守成についてから話し合いました。
新規営業がなかなか出来づらい時代の中で、繋がる機会があまりない異業種の方や
他地区とも繋がりが持て堂 と々仕事ができるすばらしいマーケット。たとえ繋がりがなさ
そうでも、その人の後ろにはたくさんのバックがいることや、名刺１枚の大切さ等話し合
いました。
しかし、会員がなかなか増えない現状。その一つが、１年未満の会員のフォローが足
りないのでは？との意見が出ました。車座で何を発言するかで緊張していたり、懇親会
で一人の時間があったり、守成クラブの良さを知る前に来なくなったり、やめてしまう会
員も多いのでは？との話し合いの中でフォローに重点をおき仕事に特化した例会作りを
目指しました。仕事に特化した例会ということで、バンバンプラザ（車座）を2回行うこと
に決めると共に、成功させるにはテーブルコーディネーターの良し悪しで決まるのではな
いかという結論に達し、準備期間はあまりありませんでしたが皆で話し合い、メンバー
の守成に対する捉え方を統一させると共に、１回目は自社PR・２回目は人柄を引き出し会社と人を知ってもらい今以上に距
離が縮まることを目指しました。
マニュアルを作ってはその人の色が無くなるということで、少しの例を出し、あとは各々で考えオリジナリティを出すことに
しました。例会では、メンバーがそれぞれのオリジナリティあふれるコーディネートで、バンバンプラザを盛り上げてくれまし
た。今回の例会が今後のチームの参考になり、さらに良い例会の足掛かりになればと思っています。
今回一から例会運営に携わることでたくさんの気付きや学びをいただきました。このような機会を作っていただきありがと
うございます。これから回数を重ねるごとに例会はどんどん良くなっていき、すべてのチームが例会を終えた後には、新しい
守成クラブ旭川になるのではと、とても期待しています。

『守成クラブ旭川 第122回例会を振り返って』

守成クラブ旭川
チームゆめ リーダー

（有）旭川タイヤサービス 専務取締役
澁谷 崇央

第122回守成クラブ旭川例会 ｂy チームゆめ（澁谷リーダー）
9月の例会は、チームによる例会運営の第2回目となり、「チームゆめ（澁谷リーダー）」により例会が運営されました。
「チームゆめ」の例会プログラムは、「フォロー」に重点をおき、車座商談会を2 回行うという構成で例会が進みまし
た。テーブルコーディネーターをチームのメンバーがつとめ、メンバーそれぞれの個性溢れるコーディネートをもって
車座商談会を盛り上げていこうという狙いがありました。
例会後、日を改めて開催された反省会では、チームの皆さんから以下のコメントが寄せられました。

・例会運営に携わりすごく自分が成長できた。
・コーディネーターをしてみて、一人ひとりに対して、もっと知りたい、もっと聞きたいという気持ちになった。
・今までボーっと聞いていたのと違い、コーディネーターをすることによって向上できた。
・コーディネーターをして、決められた時間の中で話が盛り上がっているときの時間配分が難しかった。
・コーディネーターをするにあたり、下準備が出来たことが良かった。
・例会運営に関わることで真剣味が違った。
・喜び・ハプニングを述べてもらうことで、仕事への想いを引き出すことが出来た。
想いを聞くことで、エネルギーをいただいた。
・コーディネーターが、商売を結びつける架け橋なんだと思った。

赤バッチ貸与 赤バッチ貸与

9月18日（火）11:00～13:30まで、
勤労者福祉会館にてレディースラ
ンチ会＆ヨガ講習会が開催されまし
た。いつもと違い。今回は守成クラ
ブ帯広会場所属の保科真緒里さん
を講師に来ていただき、日ごろの疲
れをほぐし、心と身体をリフレッシュ
させるヨガを体験しました。
保科さん曰く、ヨガとは呼吸法が大事で自
分の心を見つめて向き合う事と仰っていま
した。
心地よい汗を流した後は、豪華なお弁当を
いただきながら楽しく皆様と情報交換する
ことができました。

次回は10月23日（火）居酒屋「せんや」
（TEL:22-5320 5条通7丁目昭和通り沿い）
12:00～14:00の予定で開催されます。

皆さんの素敵な笑顔に出会えて、いつも元気パワーが一杯のレ
ディースランチ会です。
女性の皆さん、是非、ご参加ください！（文：清水）

参加者情報（9名）
駒井さん（ラブミー理美容室）、近藤さん（フォトステージ遊きり
ん）、吉本さん（BLOOM）、藤盛さん（HERBAヘルバ）、勝田さん
（ダイアナ多花木）、久保村さん（山新 久保村）、柳原さん（ゆう美
堂）、保科さん（ハピネス）、清水（地酒のまるしん商店）（順不同）

昨年に刊行された「全連・三役会 推薦！」「全会員必携・必読！」という
冊子『守成クラブを宝の山にするために』を販売中です。（文庫サイズ・
24ページ・300円）
旭川会場の世話人会でもこの冊子の内容を『守成
クラブの考え方の基本』と認識し、旭川会場を運営
していく上での "道標" とする、ということで意見が
一致しております。
是非、会員の皆様にも、内容をご理解頂き、旭川会
場の発展に繋げるべく、購入をお願い致します！
☆購入に関するお問合せは、事務局まで☆

『酒蔵五県飲み巡りの宴』を終えて
＜re:cab＞16 号（8/6 発行）に掲載していただき
ました「酒蔵 5 県飲み巡りの宴」について、大成功
に終えることが出来ましたこと、お礼申し上げます。
当日は定員100 名のところ、守成クラブ会員の皆
様には、多くのお客様を御紹介いただき、昨年と同
じ123 名の御出席をいただくことができました。
日本酒の美味しさと造り手の想いを伝えることが
出来たと蔵元も大変感激しておりました。
これも偏に守成クラブの皆様のお蔭様と大変有り
難く感謝しております。
本当に有り難うございました。 

地酒のまるしん商店　

『 守成クラブを宝の山に するために 』を販売中！

「チームゆめ」の皆さんからのコメント




